平成２３年４月２７日現在

茨 木 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 一 覧
日常生活圏域
茨木市社会福祉協議会
地域包括支援センター

小学校区
清渓小

北部地域圏域
〒５６７－０８８８
茨木市駅前四丁目７－５５
茨木市福祉文化会館４階
ＴＥＬ ０７２－６２７－０１１４
ＦＡＸ ０７２－６２７－００８０
Ｅｍａｉｌ houkatsu@ibaraki-csw.com
事業所番号：２７０４２０００１９
中心地域中部圏域

茨木小

大池小
中津小

茨木市地域包括支援センター
葦原
〒５６７－０８６３
茨木市沢良宜東町１４番３１号
シャトーかわもと１階
ＴＥＬ ０７２－６３６－８０００
ＦＡＸ ０７２－６３６－８０２２
Ｅｍａｉｌ houkatu-ashihara@dream.com
事業所番号：２７０４２０００２７
窓口営業日・時間
午前８時３０分から午後５時３０分
（土・日・年末年始１２月３１日～１月３日は休業）
＊時間外・休業日は聖和荘につながる。
（緊急時は聖和荘から管理者へ連絡）

名

大字大岩、 大字安元、 大字忍頂寺、 大字車作、 大字清阪、 大字長谷、
忍頂寺小 大字銭原、 大字上音羽、 大字下音羽

中条小

窓口営業日・時間
午前８時４５分から午後５時１５分
（土・日・祝日・年末年始１２月２９日
～１月３日は休業）
＊電話受付は２４時間対応
（緊急時は担当者に連絡）

町
大字泉原、 大字佐保、 大字千提寺

駅前一丁目～四丁目、
西中条町、 下中条町、 東中条町、 新中条町、
岩倉町、 奈良町（但し、１６．１８．１９番は除く）
田中町、 上泉町、 片桐町、 元町、 大手町、
上中条一丁目・二丁目、
新庄町、 本町、 東宮町、 宮元町、 大住町、 竹橋町、
永代町、 戸伏町、 別院町
主原町、 大池一丁目・二丁目、
舟木町、稲葉町、園田町、
星見町（１～１７番）、 大同町
中津町、 中村町、 双葉町、
末広町、 寺田町、
五十鈴町、 桑田町

玉櫛小

目垣一丁目・ 目垣二丁目（２８～３２番は除く）・ 目垣三丁目、
南目垣一丁目～三丁目、 東野々宮町、 星見町（１～１７番は除く）、
平田一丁目・二丁目、 玉島一丁目・二丁目、 玉島台、 平田台、
野々宮一丁目・二丁目、 宮島一丁目１番、
玉瀬町（４１～４３番のみ）、 小柳町（４～９番のみ）、
若園町２４番（但し２～４号・６～７号・１９～２１号は除く）・２６番（但し１１～２１
号は除く）、２７番（但し１７～２２号は除く）・２８番・２９番（但し１～２号・１４～１８
号は除く）・３０～３８番、
真砂二丁目（但し１～４番・９～１６番は除く）、
真砂三丁目（但し１番、４～１１番は除く）
玉櫛一丁目・二丁目、 玉水町、 水尾二丁目１～８番、 水尾三丁目１～８番
真砂一丁目（１・３～５・９～１１番のみ）、 沢良宜東町

天王小

天王一丁目・二丁目、 蔵垣内一丁目～三丁目、 大正町、
丑寅一丁目・二丁目、 沢良宜西一丁目～四丁目

玉島小

南部地域圏域

葦原小

真砂一丁目（但し１・３～５・９～１１番は除く）・三丁目（１番・４～１１番のみ）
新和町、 島一丁目～四丁目、 小柳町（但し４～９番は除く）、
宮島一丁目２・３番街区、 宮島二丁目・三丁目、
高浜町、 沢良宜浜一丁目・二丁目・三丁目、 横江一丁目・二丁目

小川町、 若草町、 奈良町１６・１８・１９番、 美沢町、
東奈良小 東奈良一丁目～三丁目

水尾小

茨木市地域包括支援センター
常清の里
〒５６７－００５９
茨木市清水一丁目２８－２２
ＴＥＬ ０７２－６４１－３１６４
ＦＡＸ ０７２－６４１－３２１６
事業所番号：２７０４２０００４３
窓口営業日・時間
午前８時３０分から午後５時３０分
（土・日・年末年始１２月２９日
～１月３日は休業）
＊休業日等は施設内の者が対応
（緊急時は担当者に連絡）

豊川小

丘陸地域西部圏域
彩都西小

郡山小

水尾一丁目、水尾二丁目９～１５番、水尾三丁目９～１８番、水尾四丁目
若園町（但し２４番は２～４号・６～７号・１９～２１号のみ・２６番は１１～２１号
のみ・２７番は１７～２２号のみ・２９番は１～２号・１４～１８号のみ・なお２８番・
３０～３８番は除く）、
真砂二丁目（１～４番・９～１６番のみ）、
並木町、 玉瀬町（但し４１～４３番は除く）
宿久庄一丁目～七丁目、 藤の里一丁目・二丁目、
清水一丁目・二丁目、 南清水町、
豊川一丁目～五丁目、
西豊川町、 宿河原町（但し１番は除く）、
豊原町１～３番、 室山一丁目３～７番、
大字清水、 大字宿久庄、 大字道祖本、
大字粟生岩阪、
彩都あさぎ一丁目～七丁目、
彩都やまぶき一丁目～五丁目
新郡山一丁目・二丁目、
井口台

日常生活圏域
茨木市地域包括支援センター
エルダー

三島小

〒５６７－０８０６
茨木市庄二丁目７番３８号
ＴＥＬ ０７２－６３１－５２００
ＴＥＬ ０７２－６３１－５２０１
ＦＡＸ ０７２－６３１－５２２２
事業所番号：２７０４２０００３５
窓口営業日・時間
午前８時４５分から午後５時１５分
（日・年始１月１日～１月３日は休業）
＊休業日等は施設内の者が対応。
（緊急時は担当者に連絡）

小学校区

太田小

庄栄小
中心地域東部圏域

西河原小

東小

白川小
茨木市地域包括支援センター
天兆園
〒５６７－０００１
茨木市安威二丁目１０番１１号
ＴＥＬ ０７２－６４０－３９６０
ＦＡＸ ０７２－６４０－３９６７
Email h.sasaki@kyousei-fukushi.or.jp
事業所番号：２７０４２０００６８

安威小

丘陸地域東部圏域

窓口営業日・時間
午前９時から午後５時
（日・祝日・年末年始１２月３１日
～１月３日は休業）
＊電話：時間外・休日は施設で対応
（緊急時は担当者に連絡）

茨木市地域包括支援センター
春日丘荘

窓口営業日・時間
午前９時から午後５時４５分
（土・日・祝日・年末年始１２月２９日
～１月３日は休業）
＊電話：休日等は施設の者が対応
（緊急時は担当者に連絡）

東太田一丁目１～３番・５番１０１～８２２号（サニーハウス）、
西太田町（但し３４番２・５号は除く）、 五日市一丁目１・２番、
城の前町、 西河原三丁目、 西河原北町、
南耳原一丁目１番、 南耳原二丁目１～６番
橋の内一丁目～三丁目（但し二丁目７番１～２０－１０１～５０８（オークタウン
東茨木）・８番１０１～８１５号は除く）、
総持寺台、 鮎川二丁目、 学園南町、 学園町
鮎川一丁目・三丁目～五丁目、 白川一丁目～三丁目、
新堂一丁目～三丁目、 目垣二丁目２８番～３２番
安威一丁目～四丁目
南安威一丁目・三丁目、 南安威二丁目６番、
西安威一丁目 、西安威二丁目１番３７・３８号
東安威一丁目・二丁目、 大字安威、
十日市町（但し３番は除く）、 西太田３４番２・５号、
耳原三丁目２番（但し１号は除く）、
山手台東町、 大字大門寺、 大字生保、大字桑原

山手台小 山手台一丁目～七丁目
耳原小

耳原一丁目～三丁目（但し三丁目２番は１号のみ）、
南耳原一丁目２～７番、 南耳原二丁目７～１４番、
南安威二丁目（但し６番は除く）、 上野町

福井小

東福井一丁目～四丁目、
西福井一丁目～四丁目、
室山一丁目（但し３～７番は除く）・ 二丁目、
中河原町、 豊原町４～１５番、
大字福井

畑田小

〒５６７－００４６
茨木市南春日丘七丁目１１番４８号
ＴＥＬ ０７２－６２５－６５７５
ＦＡＸ ０７２－６２５－６５２２
Email kasuga-jim@hcn.zaq.ne.jp
事業所番号：２７０４２０００５０

町 名
三島町、 三島丘一丁目・二丁目、
西河原一丁目・二丁目、 三咲町、
総持寺一丁目・二丁目、
総持寺駅前町１５番（１０～２３号・２０１～４０４号）
太田一丁目～三丁目、 十日市町３番、
花園一丁目・二丁目、 高田町、
東太田一丁目４～６番（但し５番１０１～８２２号（サニーハウス）は除く）
東太田二丁目～四丁目、 太田東芝町、
庄一丁目・二丁目、 中総持寺町、
総持寺駅前町（但し１５番１０～２３号・２０１～４０４号は除く）、
橋の内二丁目７番１～２０ー１０１～５０８（オークタウン東茨木）、８番１０１～
８１５号

春日小

春日四丁目、 西田中町、 松下町、 畑田町、
五日市一丁目（但し１・２番は除く）・二丁目、 五日市緑町
春日一丁目～三丁目・五丁目、 上穂東町、 見付山一丁目・二丁目、
西穂積町、 郡一丁目１１番７号、 中穂積二丁目１６番１１号、
上穂積一丁目～四丁目｛但し四丁目６番（１－１０１～５０８・２－１０１～５０６・３
－１０１～５０９）・８番（４－１０１～５０９・５－１０１～５１０）は除く｝

西駅前町、 中穂積一丁目～三丁目（但し二丁目１６番１１号は徐く）、
北春日丘一丁目３番３８号、 下穂積三丁目、
春日丘小
紫明園（但し１０番７１～７４号・１１番は除く）
中心地域西部圏域

郡小

沢池小
西小
穂積小

郡一丁目（但し１１番７号は除く）～五丁目、 上郡一丁目・二丁目、
郡山一丁目・二丁目、 下井町、 宿川原町１番街区、
上穂積四丁目（６番《１－１０１～５０８・２－１０１～５０６・３－１０１～５０９）・
８番（４－１０１～５０９・５ー１０１～５１０》）、 大字上穂積
南春日丘一丁目～七丁目、
美穂ケ丘
北春日丘一丁目～四丁目（但し一丁目３番３８号は除く）、
大字中穂積
松ヶ本町、 下穂積一丁目・二丁目・四丁目、 穂積台、
紫明園１０番７１～７４号・１１番、 宇野辺一丁目・二丁目、 東宇野辺町

